
№ ページ及び項目 質問内容 回答

1
【募集要項】
P1
4応募資格

⑷ 病院・ 介護老人保健施設等での調
理業務受託実績が1年以上とある
が、介護付き有料老人ホーム等の福
祉施設も含まれるという理解でよろ
しいでしょうか。

病院・ 介護老人保健施設等（ 介護保
険法第8条第27項、第28項及び第29項
に該当する施設に限る。 ） としま
す。募集要項の応募資格を追記補正
します。

2
【募集要項】
P3
7.提出書類等

参加表明書の受付時に必要な書類は
① ②参加表明書のみでしょうか。 以
降の書類は企画提案書等の受付時で
問題ないでしょうか。

お見込みのとおりです。

3
【募集要項】
P3
7.提出書類等

⑨ ⑩ 受託実績について契約書の添付
は記載の全案件分必要でしょうか。
また、契約書は表紙のみの写しでも
よろしいでしょうか。

受託実績の様式に記載したものは全
て契約書の添付対象となります。
全てのページの契約書の写しは必要
ありませんが、概ね次の内容が確認
できる部分をご提出ください。
・ 契約の相手方
・ 契約期間
・ 履行施設名
なお、 介護老人保健施設等の場合
は、介護保険法第8条第27項、第28項
及び第29項に該当する施設のいずれ
かが分かる書類を、令和4年9月12日
（ 月） までに提出してく ださい。

4

【募集要項】
P4

⑩7 提出書類等
受託実績

「 契約書の写し」 とは全てのページ
の写しが必要でしょうか。または必
要箇所(例： 契約者名、施設名、契
約期間等)をご教示頂き、必要箇所
のみの写しでも宜しいでしょうか。

№３のとおり

5

【募集要項】
P4

⑩7 提出書類等
受託実績

「 契約書の写しは1部」 とは受託実
績の中から1施設分のみの契約書の
写しでよいとのことでしょうか。ま
たは受託実績1施設ごとに1部の契約
書の写しとのことでしょうか。

受託実績1施設ごとに1部の契約書の
写しが必要です。

6

【募集要項】
P4
8．企画提案書の
作成要領

様式は任意様式を使用してもよろし
いでしょうか。（ A4縦様式を使用）

お見込みのとおりです。

7

【募集要項】
P4
8．企画提案書の
作成要領

ファイルに綴じるとありますが、
ファイルの色指定はありますでしょ
うか。

ファイルの色指定はありません。
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8

【募集要項】
P5
[提案項目](2)安
全・衛生管理につ
いて

新型コロナウイルスへの対応につい
て、現在、学校で実施している対応
があれば教えて頂きたく存じます。

教職員及び児童生徒は、毎朝、体温
測定、健康チェックや、教室での配
膳台の消毒を行っております。 ま
た、児童生徒と対面する際はフェイ
スシールドを着用しています。

9

【募集要項】
P11
1委託対象校の現
況

現在の人員配置、資格、勤務時間を
ご教示ください。

人員の配置数は、審査対象となるた
め、回答いたしかねます。
勤務時間は正規職員週38. 75時間と会
計年度任用職員週30時間となってい
ます。
全員調理師免許資格を有していま
す。

10
【募集要項】
P11
「算定条件」

規定人数（ 最低配置人員数） があれ
ばご教示ください。

献立内容等で異なるため、最低配置
人員数の提示は行いません。

11
【募集要項】
P11
「算定条件」

配膳時間（ 配缶完了時間） をご教示
ください。

配缶完了時間は、 午前11時25分で
す。なお、学校行事等により変更に
なる場合があります。

12
【募集要項】
P11
「算定条件」

形態食にそれぞれ「 レベル」 と記載
がありますが、 レベル毎の対応マ
ニュアル等があるのでしょうか。

栄養教諭が作成した、調理指示書に
より対応します。

13

【募集要項】
P11
「算定条件」
1委託対象校の現
況

「 きざみ食(レベル3) 」 は15貢の調
理指示書に記載されている「 粗きざ
み」 「 きざみ」 に分類されるという
認識でお間違いないでしょうか。

お見込みのとおりです。

14

【募集要項】
P11
「算定条件」
1委託対象校の現
況

令和4年5月1日現在、 「 児童生徒数
64」 「 食数142」 とありますが、食
数142食のうち児童生徒が64食、教
職員が78食という認識でお間違いな
いでしょうか。

お見込みのとおりです。

15

【募集要項】
P11
2業務履行日
(1)給食実施日

年間183日の給食実施日が履行期間
内に増加となった際は、契約金額は
見直しとなるのでしょうか。

給食実施日が増加となった場合、契
約金額は協議対象と考えています。



№ ページ及び項目 質問内容 回答

16

【募集要項】
P12
4食物アレルギー
対応

食物アレルギーの対応品目をご教示
お願い致します。

食物アレルギー除去食の対応品目
は、 たまご、飲用牛乳、 小麦（ 主
食） 、えび、かに、いか、たこ、ご
ま、ナッツです。また特定原材料28
品目に加え、たこ、パイナップル、
ごま油、魚卵については、原因食品
の確認対応を行っています。

17

【募集要項】
P12
5食器の洗浄、消
毒、保管

アレルギー対応で使用するタッパの
洗浄とその後の保管は現在どのよう
に行っているでしょうか。

食器と同様に、手洗いし、食器洗浄
機にかけた後、食器消毒保管庫で消
毒保管してします。

18

【募集要項】
P14
作業工程表作成
について

牛乳とパンの納品時間をご教示く だ
さい。

令和４年度は、牛乳は午前8時30分
頃、パンは午前10時頃の納品です。

19

【募集要項】
P14
作業工程表作成
について

配膳時、ホールでの対応はあります
でしょうか。

配膳カウンターから配膳ワゴンへの
積み込みは、教職員等が行うため、
原則、配膳時ホールでの対応はあり
ません。

20
【募集要項】
P15
調理指示書

形態食につきまして、粗きざみ食及
●びきざみ食の大きさ( cm角)をご教

示頂きたく 、また実際の写真を添え
て頂けますでしょうか。

調理指示書により調理を行い、また
献立内容等に応じて形態が異なるた
め、明確にサイズをお示しすること
は困難です。なお、実際の粗きざみ
食及びきざみ食については、参考ま
でに写真を添付します。

21
【募集要項】
P15
調理指示書

形態食の粗きざみ食及びきざみ食
は、どのような方法で二次加工(包
丁や調理はさみ等)を行っておられ
ますか。

二次加工は、現時点では回転式の切
裁機（ フードプロセッサーやブレン
ダー） のみで調理しており、包丁や
調理はさみでは行っていません。た
だし、使用を妨げるものではござい
ません。

22
【募集要項】
P15
調理指示書

総食数の欄に「 143(188)食」 とあり
ますが、 ( )内の数字は何を表して
いるかご教示頂けますでしょうか。

（ 188） 食は、あまよう特別支援学校
の全児童・ 生徒・ 教職員等数です。

23
【仕様書】
P1
4業務計画

現状の献立に基づいた作業指示書・
動線図をご教示ください。

作業指示書は募集要項P15の調理指示
書のとおり、動線図は審査内容とな
りますので、お示しすることはでき
ません。

24

【仕様書】
P1
5委託業務の履行
日、給食時間等
（1）イ

現状の休み期間中における清掃日数
をご教示ください。

休み期間中の清掃日数について、定
めはありませんが、給食調理業務に
支障がないよう、適宜行っておりま
す。具体的な日時は学校側との調整
になります。
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25
【仕様書】
P1
3献立等

1ヶ月の献立表を頂けますでしょう
か。

献立表は、令和４年度６月分を掲載しま
す。
https://www.city.amagasaki.hyogo. jp/sa
ngyo/zigyousya/co_bosyu/1025798.html

26
【仕様書】
P2
6業務内容（1）ア

食材の納品時間をご教示ください。

食材の納品時間は概ね以下のとおり
です。
・ 原則、使用日前日の午後1時から午
後4時までの間
・ 当日納品の物資は、午前8時から午
前9時までの間
・ 3連休以上の場合は、概ね当日の午
前8時から午前9時までの間
パンと牛乳は、No. 18のとおり

27
【仕様書】
P2
6業務内容（1）ア

食材料の納入時間をご教示頂きたく
お願い致します。

№26のとおり

28
【仕様書】
P2
6業務内容（2）

教室から給食室までの下膳方法につ
いてどのようになっているのかご教
示ください。

教職員等が教室から給食室まで配膳
ワゴンを運び、給食室の返却カウン
ターへ食器や食缶を返却します。

29
【仕様書】
P2
6業務内容（5）

牛乳パックの処理はどのようになっ
ているのかご教示ください。

未開封の牛乳は給食室で処理するこ
ととしています。未開封以外の牛乳
は、学校側で処理します。

30
【仕様書】
P3
９従事者の配置

現在の従事者数(雇用形態、給与、
勤務時間含む)をご教示頂きたく お
願い致します。

給与については、条例・ 規則に基づ
いて決定されていますが、具体的な
金額は、個々の勤務年数等により異
なるため回答は困難です。

№その他は ９のとおり

31
【仕様書】
P3
９従事者の配置

現在の従事者の中で、委託化後の再
雇用を希望されている方は何名おら
れますでしょうか。

再雇用の希望の有無は把握しており
ません。

32

【仕様書】
P9
別表第1業務の分
担区分

検食の準備について、検食時間を教
えて頂けますでしょうか。

検食時間は午前11時10分です。
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33

【仕様書】
P11
調理機器類の負
担区分

フードカッターやフードミキサー等
受託業者の負担になっていますが既
存で使用している機器については受
託業者が継続使用出来るとの理解で
よろしいでしょうか。

既存で使用している機器について
は、使用することは可能です。
ただし、仕様書P11別記「 調理機器類
等の負担区分の詳細」 に誤りがあ
り、二次調理で使用する、フードミ
キサー（ フードプロセッサー、ブレ
ンダー、 ミルサー） については、委
託者負担の誤りです。
仕様書P11別記「 調理機器類等の負担
区分の詳細」 を変更します。

34

【仕様書】
P11
別記
調理機器類等の
負担区分の詳細

○受託者に をしているもののうち、
委託化後も残して頂ける可能性のあ
る機器及び器具類について、ご教示
頂きたくお願い致します。

給食室の機器及び器具類は全て使用
可能です。

35
【仕様書】
調理図面

給食を各クラスに運搬する際に使用
する配膳ワゴンを配膳台室から配膳
カウンター前まで出す作業は、教職
員の方々に行って頂く という認識で
お間違いないでしょうか。

お見込みのとおりです。

36 【その他】
現状の調理スタッフ（ 常勤・ 非常
勤・ パート等雇用形態別） 人数と勤
務シフトをご教示ください。

№９のとおり

37 【その他】
調理従事者の昼食代をお教えく ださ
い。また月極なのか1食単価なのか
もご教示ください（ 税込・ 税抜） 。

現在の調理従事者の給食費は、 1食
295円（ 税込） です。学期ごとに食数
を計算し、事業者がまとめて支払う
ことを予定しています。
ただし、物価高騰により食材費が上
昇しているため、今後、給食費が変
更になる場合があります。

38 【その他】
調理従事者の駐車場の利用は可能で
しょうか。

調理従事者が利用できる駐車場はあ
りません。

39 【その他】

従業員の通勤において車通勤は不可
と理解しています。一方でバイク・
自転車での通勤について駐輪場使用
は可能でしょうか。可能であれば台
数制限は御座いますでしょうか。ま
た、 使用料が発生しますでしょう
か。

車通勤は不可ですが、バイク・ 自転
車は、校内の駐輪場を一人一台であ
れば使用可能です。なお、その際の
使用料は発生しません。

40 【その他】 上限/下限価格の公表はありますで
しょうか。

公表は行いませんが、審査の対象と
します。
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